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1. 概要
リーダーシップチャレンジ in サイパンは、UNGL という⻄日本学生リーダーズ・スクールが主催する研修で
す。⻄日本の加盟⼤学の学生が参加し、サイパン島の小・中学校での教育実習やホストファミリー・日本
⼈メンバーとの交流により、リーダシップ⼒の育成を図る研修です。2015 年の 2 月下旬より約 1 週間、
この研修に参加しました。今回、熊本学園⼤学からの参加者は私一⼈でしたが、日本⼈学生スタッフを
はじめ、他⼤学の参加学生・職員、現地スタッフ、ホストファミリーなど多くの⽅々と交流しながら、多くを学
ぶことができました。来年度以降に、このサイパン研修への参加を考慮する学生皆さんのために、サイパン
研修についての内容をまとめました。
2. 日程
研修前の流れ
2014 年 10 月 27 日

国際教育課にて応募用紙をもらう

10 月 30 日

応募用紙提出 ※応募用紙提出〆切日

11 月 11 日

参加可能との連絡あり

11 月 12 日

参加申し込みスプレットシート（web）に記入・送信
提出書類の連絡あり

11 月某日

誓約書、パスポートコピー提出

11 月某日

九州国際⼤学の学生との情報交換を開始
（LINE グループ参加・スタッフとの Skype など）
随時話し合う内容
航空券の手配
ホームステイ前後に滞在するホテルの手配
授業内容についての情報交換
事前研修の日程・内容

12 月 1 日

など

昨年の授業計画書参考資料をもらう
授業計画書の作成を開始

12 月 2 日

航空券手配完了

12 月某日

ホームステイ後に滞在するホテルの手配完了

12 月某日

グリーンキャンパスにて海外保険加入の手続きを開始

12 月 19 日

グリーンキャンパスにて海外保険加入手続き完了
海外保険加入証明書コピー・旅程書類提出
※＿

の書類提出〆切日

冬期休業期間 主な活動内容
授業計画書の作成
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事前研修での模擬授業の準備
九州国際⼤学の参加者 2 ⼈とグループを組む
グループで模擬授業の内容を考える
当日の模擬授業での役割分担を決める
模擬授業に使う材料を準備する
2015 年 1 月 9 日

など

授業計画書提出 ※授業計画書提出〆切日
山口学芸⼤学にて事前研修
研修内容
山口⼤学・山口学芸⼤学・九州国際⼤学の参加者と交流

1 月 18 日

各グループの模擬授業実践
（九州国際⼤学のメンバーと 3 ⼈で実施）
模擬授業実践者への意⾒発表
事前研修終了後は懇親会に参加
ホームステイ前に滞在するホテル・送迎タクシーの手配完了

1 月 19 日

授業計画書の改善・再考など開始

1 月 20 日

喜佐田さんに事前研修について報告

〜

喜佐田さん・九州国際⼤学のメンバーと随時連絡を取る

2月5日

喜佐田さんから「研修のしおり」を受け取る
研修準備
喜佐田さん・九州国際⼤学のメンバーと連絡を取る
授業計画書の作成
授業の材料集め
ホストファミリーへのお土産購入
日本料理の材料購入
e チケット等の必要書類印刷

〜2 月 19 日

荷造り

など

研修中の日程
2 月 20 日（⾦） 11:50 福岡空港発
〜ユナイテッド航空〜
16:35 グアム着
荷物を受け取りタクシーにてグアム島散策
2 月 21 日（土） 02:45 グアム発
〜ユナイテッド空港〜
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03:35 サイパン着
手配しておいた送迎タクシーにてホテルへ
04:00 ホテルチェックイン
十分な睡眠をとる
12:00 ホテルで昼食
12:30 ホテルチェックアウト・移動
13:00 ガラパン小学校（現地集合場所）到着
14:00〜15:30 全体ミーティング
職員スタッフ・学生スタッフ紹介
現地教員スタッフ紹介
各実習校の学生グループで自己紹介
アクティビティー

など

16：00〜17：00 マリアナ教育省歓迎レセプション
17：00 解散、ホストファミリーと対⾯、ホストファミリー宅へ
2 月 22 日（日）

ホストファミリーとの交流
実習校にて教育実習
実習校の担当教員と顔合わせ
スケジュール確認

2 月 23 日（月）
〜

授業⾒学
授業アシスタント

2 月 24 日（火）

授業実践
※実習校や担当教員・クラスの時間割等により一日の日程は各自異なる
実習校メンバーでのミーティングで 1 日を振り返る
JAPAN FESTIVAL 準備
サイパン島実地研修

2 月 25 日（水）

サイパン島内の観光地を訪問
JAPAN FESTIVAL 準備
現地の若者とスポーツ交流

2 月 26 日（木）

実習校にて教育実習（内容は 23〜24 日と同様）

2 月 27 日（⾦）午前

実習校にて教育実習（内容は 23〜24 日と同様）
JAPAN FESTIVAL 準備

午後

実習校にて JAPAN FESTIVAL 開催
後片付け、ミーティング
ホームステイ先にて日本料理を作る

2 月 28 日（土） 10：00〜12：00 ホストファミリーとお別れ
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12：30 カノアホテル集合
13：00〜18：00 研修振り返り
18：00〜21：00 パーティー
21：00 以降 解散、各自手配したホテルへ移動
サイパン研修終了
※以下は、私が九州国際⼤学の学生とサイパン島を観光するために⽴てた日程です。
３月１日（日）

事前に手配したホテルに滞在し、サイパン島観光

〜

ホテルのオーナーとの連携（新たな航空券手配）

3 月 2 日（月）

06:00 サイパン空港発
〜デルタ航空〜
09:45 頃 成田空港着
荷物受取り、再度チェックイン
3 月 3 日（火）

10:10 成田空港発
〜全日空〜
12:30 頃 福岡空港着
※当初はグアム経由福岡⾏きのユナイテッド航空を手配していましたが、サ
イパン発グアム⾏きのユナイテッド航空便に⽋航が相次ぎ、ホテルのオーナー
に頼んで急きょ帰りの航空券を新たに手配してもらいました。

3. 費用
私の⼤まかな費用です。研修内容や為替レートにより変わりますので、ご参考までに。
航空券

79,850 円

海外保険料（12 日間）

7,670 円

ホームステイ先へのお土産

約 2,000 円

授業教材等

約 1,500 円

国際交流費（初日のミーティングで徴収されます）

50 ドル

ホームステイ費（ホームステイ先に直接支払う）

120 ドル（$15 × 8 日）

Micro Beach Hotel 1 泊（ホームステイ前）

約 70 ドル

ホームステイ中の朝食・昼食代

５0 ドル程度

Himawari Hotel 3 泊（ホームステイ後）

約 120 ドル

その他
お土産、ホテル滞在中の食費、現地交通費等

300 ドル以上
※個⼈によりバラつきあり
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4. 活動内容
私が経験した活動内容です。実習校や担当教員・クラス、ホストファミリーの事情等さまざまな要因によ
って詳細内容は⼤きく異なります。ご参考までに。
平日のとある一日の流れ
6:00

起床・⾝支度

7:00

朝食

7:25

出発（途中で⼦ども達を小学校で降ろす）

7:45

実習校到着・日本⼈メンバーミーティング

8:15

担当クラスへ移動・授業準備

8:30

１限目 授業実践（福笑い）

9:30

２限目 他クラスの授業⾒学

10:30

3 限目 担当教員(ホストマザー)と自分の授業について話し合う

11:30

担当学年の先生⽅と食べ物を持ち寄っての昼食

13:00

日本⼈メンバーで１日を振り返る
JAPAN FESTIVAL の準備

16:30

解散、担当教員(ホストマザー)とともに帰宅

17:00

ホストファミリーとストリートマーケットで夕飯を食べる

19:00

ホストファミリーの友⼈宅訪問

20:30

帰宅

21:00

入浴

21:30

明日の授業準備、ルームメイトの日本⼈学生と語る

0:00

就寝

ホームステイ
もう一⼈の日本⼈学生と 2 ⼈で、現地夫
婦と⼦どもが 2 ⼈（7 歳と 10 歳）という家
庭にお世話になりました。写真右のホストマザ
ーは私の担当教員でもありました。ホームステ
イ先は、自分の実習先の先生や学校関係者
宅になることが多いです。
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ストリートマーケットや近所の
観光地に連れて⾏ってもらいまし
た。ストリートマーケットは毎週木
曜日の夕⽅開かれ、ココナッツが
１つ１ドルで売ってあります。中
華料理や伝統料理の出店がた
くさん並んでいます。

ホームステイ最後の夜には、ホームステイ先の⼦ど
も達と一緒に焼きそばを作りました。お土産に持って
⾏ったインスタントの味噌汁も、とても美味しそうに食
べてくれました。
焼きそばの麺とソースはパックになっているものを日
本から持ち込み、野菜や肉は現地のスーパーで買
いました。

お土産に持って⾏ったピ
カチュウの被り物を気に入っ
てくれたホストブラザー。ハロ
ーキティーやポケモンなどの
日本のキャラクターグッズは
現地の⼦ども達にも⼈気で
す。

教育実習
San Antonio Middle School の２年生を担当しました。担当教員はホストマザーで英語科の先生
でした。担当教員の持つ英語の授業で、火・木・⾦に１コマずつ合計３回日本⽂化の授業をしました。
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初日は英語の授業を⾒学。先生がどの
ように授業をするのか、板書や声の⼤き
さ、授業構成などを観察してメモを取りま
した。授業の始めには、先生が私を生徒
授業の始めには、先生が私を生徒
に紹介し、生徒が一⼈ひとり名前を教え
てくれました。

⼤⼈しくしている生徒にも積極的に声
をかけ、ハイタッチをしたり話を聞いたりし
ました。名前を覚えて呼ぶと生徒も喜ぶ
ので、早く覚えられるように自分で座席
表を作ったりもしました。

福笑いの授業。授業の始めに授業の
福笑いの授業。授業の始めに授業の
流れを説明し、生徒に到達させる目標を
クラス全体で復唱しました。アクティビティ
ー中、時折ざわつくことがあるので、
ー中、時折ざわつくことがあるので、このよ
うに手を挙げさせて生徒たちを静かにさせ
うに手を挙げさせて生徒たちを静かにさせ
ました。
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別クラスでの福笑いの授業。生徒から１
⼈お手本役を募って、前で福笑いのルール
を説明します。３⼈グループを作り、各グル
ープにそれぞれ福
ープにそれぞれ福笑いのパーツや目隠しを
笑いのパーツや目隠しを
配り、アクティビティーを開始します。全員が
目隠し体験をできるよう、３回福笑いを⾏
い、福笑いの顔はその都度変えさせまし
た。

合間時間には先生と話して授業への
アドバイスをもらったり、日本とサイパンの
英語教育の違いを教え合ったりしました。
短い空き時間であっても、先生がどのよう
な思いで生徒に接しているのか、どんなこ
とが授業のポイントになるか教えてもらえる
良いチャンスになります。

JAPAN FESTIVAL
教育実習最終日の⾦曜日の午後には、各学校にて JAPAN FESTIVAL を開催します。開催場所や
内容を考えて企画書を提出し、内容に応じてなども準備します。また、今回のサイパン研修では、ポストイ
ット 2000 枚と⽅眼用紙 20 枚が各学校の日本⼈メンバーに配られ、これらを使って JAPAN
FESTIVAL までにモザイクアートを作るというタスクを課されました。
San Antonio Middle School のメン
バー8 ⼈で協⼒してモザイクアートを作りま
した。限られた時間でどんなモザイクアート
をどのように作るか考えるのは非常に⼤変
をどのように作るか考えるのは非常に⼤変
で、とても時間がかかりました。モザイクアー
ト作りと並⾏して JAPAN FESTIVAL の
内容とその役割分担もみんなで考えまし
た。
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開催当日はおそろいの T シャツをそろえてメンバー全
員で円陣を組み、JAPAN FESTIVAL の目標を⼤
声で復唱しました。これまで実習が上手くいかず辛い
思いをしたり、限られた時間で焦りながら作業をしてき
たメンバー全員の気持ちが一つにまとまった瞬間だと思
います。

San Antonio Middle School の全校生徒約
300 ⼈を校庭に集めました。JAPAN FESTIVAL
で私たちが何を企画したのか伝え、盛り上がるように
生徒に⼤声を出させるようにしました。

日本のじゃんけんを教え、生徒数名を呼んでじゃんけん
列⾞のお手本を⾒せた後、全校生徒でじゃんけん列⾞
をスタート。勝ち続けた生徒には、折り紙で作ったメダルを
贈呈しました。じゃんけん列⾞はシンプルで教えやすく、生
徒も楽しんでいました。自分の列の先頭が次もじゃんけん
に勝つと⼤きな歓声がわきました。

JAPAN FESTIVAL の最後は日本⼈メン
バーでソーラン節を生徒の前で踊りました。全
校生徒にソーラン節を教え、最後はみんなで
踊って盛り上がりました。「どっこいしょ、どっこい
しょ」と「ソーラン、ソーラン」という掛け声を教え
てみんなで⼤声を出しながら踊りました。
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JAPAN FESTIVAL の最後に、日本⼈メン
バーで一生懸命に作ったモザイクアートを披露
し、San Antonio Middle School に贈呈し
ました。私たちが選らんだ「一期一会」という言
葉の意味を伝え、日本⼈メンバーが 5 日間の
教育実習で感じた思いを San Antonio
Middle School の皆さんに伝えました。

モザイクアート贈呈後には、先生⽅から思わ
ぬプレゼントがあり、メンバー全員感動して号
泣しました。それを⾒た生徒たちが次々にハグ
をしてくれて、担当したクラスの生徒もそうでな
いクラスの生徒もみんなそれぞれの言葉で最
後のお別れやメンバーへの思いを伝えてくれま
した。

観光地
水曜日に⾏われた島内実地研修で訪れた観光地や、サイパン研修終了後に⾏ったマニャガハ島の写
真です。
ホストファミリーが連れて⾏ってくれた観光地。日本兵がサ
イパン島にいた頃、サトウキビを島内中に運ぶのに使っていた
機関⾞。近くには「彩帆神社」（サイパン神社）もある。サ
イパン島の至る所に、日本との歴史を語る観光地が存在す
る。
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バードアイランド。時期が来ると、多くの
鳥がこの島に集まるという。晴れている
と、空と海がより一層⻘く輝くそう。

GROTTO と呼ばれるダイビングスポット。波がしぶきを上げ
て岩にぶつかる。奥の岩場には多くのダイバーいて、水中の
様⼦を楽しんでいた。道路から下る⻑い階段を降りた先に
ある。階段は急で滑りやすいので注意が必要。

マニャガハ島。サイパン島からボートで
15 分程にある離島。多くの観光客がシ
ュノーケリングやスキューバダイビングをし
に訪れる。潜らなくても⿂が⾒えるほど、
海の水が透き通っていてとても綺麗でし
た。機会があれば
機会があれば、もう一度⾏きたいで
、もう一度⾏きたいで
す。
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5. 感想
ホームステイを通して感じたことは、サイパンの⼈々には親日で日本が好きな⽅が非常に多いということで
す。サイパンには日本との深い歴史があり、改めて戦争について考えサイパンの⼈々の思いに心を寄せるこ
とが⼤事だなと感じました。リーダーシップ研修として、ホームステイ・教育実習・サイパン島観光を経験し、
ホストファミリーや学校の先生、生徒など多⽅⾯で現地の⼈々と交流することで、様々な価値観や考え⽅、
心の温かさを知ることができました。教育実習として日本⽂化を教える以上、中途半端な気持ちで生徒
に接してはいけないということも研修を通して改めて学び、授業の準備をしっかりすること、そしてチームとし
て活動しお互いに意⾒を言い合い、励まし支え合う関係を築くことの⼤切さを深く感じました。
サイパン研修は、ホームステイ先の家族構成や実習校の担当教員・クラスなど、詳細内容は全て現地
到着後に分かります。そのため、事前に様々な状況を想像し、それに備えた準備をしておくことが⼤事です。
ホームステイ先の家庭環境もバラバラで、電気の通らない家に住む家庭もあれば、非常に裕福な暮らしを
する家庭もあります。サイパン島の多くの家庭ではシャワーは水しか出ないため、そういった状況にも対応で
きるように準備しておくことが必要です。しかし、どんな家庭に滞在することになっても、必ずその家族の心の
温かさや懐の深さを感じます。日本では経験することのできない環境に⾝を置いて一週間暮らすことで、
多くのことを学び感じることができます。
教育実習中は、各実習校の日本⼈メンバーで⾏動を共にします。授業は各自で⾏いますが、ミーティン
グや JAPAN FESTIVAL の準備などはメンバーで取り組みます。学校の規模に合わせて 4〜8 ⼈グルー
プに割り当てられ、メンバーの名前と出⾝⼤学は研修のしおりを通して事前に分かります。サイパン研修開
始直後に、初対⾯のメンバーと交流し 1 週間かけてチームの絆とリーダーシップ⼒を築き上げていくことは
少し難しいと感じました。時には仲間と打ち解けられずにいたり、悩みを打ち明けられなかったり、強い劣等
感を感じるメンバーもいました。しかし、スタッフのアドバイスやサポートにより、私たちのチームは徐々にチー
ムとして⾏動することの意味や改善すべき言動を考えるようになりました。厳しい環境に⾝を置いてこそ分
かる自分やメンバーの弱さ・強さを知ることができ、今後の自分の自信に繋がる経験ができたと思っていま
す。実習先の生徒とは、授業や JAPAN FESTIVAL を通して触れ合い、自分はこの生徒たちに何を与
えることができるか、どんな思いを伝えたいかとても考えさせられました。日本から来た学生といっても、現地
の生徒にとっては一⼈の教師として授業を教えます。授業の準備ももちろん⼤切ですが、生徒にどんなこと
を学ばせたいのか、どんな目標を達成させたいのかなど、情熱を持って生徒に接することが非常に⼤切だと
学びました。このサイパン研修では、海外で教育実習をするという非常に貴重な経験をすることができるの
で、自らも⼤きく成⻑できる良い機会です。
6. 参加を考えている学生へ
このサイパン研修への参加者の⼤半は、英語を不得意とし教育に携わったことのない日本⼈学生でした。
英語が理解できず⼤きな劣等感を感じたり、内気な性格から思い切って仲間に不安や悩みを打ち明けら
れない学生も多くいました。また、英語は流暢に話せるけれど授業が上手くいかず一⼈で悩みを抱え込む
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学生、メンバーに
メンバーにどう思われるか
どう思われるかを恐れて自分の
恐れて自分の
恐れて自分の考えを共有できない
共有できない学生
学生もいました。
いました。もしかしたら
もしかしたら、このサ
イパン研修への
イパン研修への参加を考えるにあたり、
参加を考えるにあたり、こういった
参加を考えるにあたり、こういった不安を感じる
不安を感じる学生の⽅
学生の⽅がいらっしゃる
いらっしゃるかもしれません。私と
もしれません。私と
ホームステイ先
ホームステイ先が同じだった学生は、
が同じだった学生は、教育実習の始め
が同じだった学生は、教育実習の始めに授業がなかなか上手くいかず
に授業がなかなか上手くいかず
に授業がなかなか上手くいかずスタッフとの
スタッフとの関係も上
上
手に築くことができず
築くことができず、とても
とても辛い経験をしました。授業が
経験をしました。授業が
経験をしました。授業が上手くいかない
上手くいかないのは英語が話せないからだと
上手くいかないのは英語が話せないからだと劣等
のは英語が話せないからだと劣等
感を感じ、気まずい雰囲
、気まずい雰囲 から逃げたいと感じていました
、気まずい雰囲気から逃げたいと感じていました
から逃げたいと感じていました。
。しかし、チームのメンバーや
チームのメンバーや
チームのメンバーやスタッフと話し合ったり、
スタッフと話し合ったり、
ホストファミリーと他愛なく交流することで徐々に心を開き、
ホストファミリーと他愛なく交流することで徐々に心を開き、率先して別のメンバーの
率先して別のメンバーの
率先して別のメンバーの授業を⾒に⾏き、私の
授業を⾒に⾏き、私の
授業も⾒に来てくれ
⾒に来てくれて生徒と楽しそうに交流して
生徒と楽しそうに交流して
生徒と楽しそうに交流していました。そうした取り組みから、
ました。そうした取り組みから、授業は
ました。そうした取り組みから、授業は英語だけじゃなく
英語だけじゃなく
て細かい⾝振りや
⾝振りや声の⼤きさ
声の⼤きさも⼤事だと気付き、自らの授業に学んだことを取り入れるようになりました。
も⼤事だと気付き、自らの授業に学んだことを取り入れるようになりました。
も⼤事だと気付き、自らの授業に学んだことを取り入れるようになりました。少
少
しずつ積極的
しずつ積極的な発言や⾏動を起こすようになり、打ち解けられなかったスタッフともしっかり
発言や⾏動を起こすようになり、打ち解けられなかったスタッフともしっかり
発言や⾏動を起こすようになり、打ち解けられなかったスタッフともしっかり語り合い
語り合い、自らの
自らの
壁を乗り越えることができました。
壁を乗り越えることができました。自分
自分の英語⼒や
英語⼒や授業実践
実践の経験などに
経験などに囚われず
囚われず、失敗してもへこたれ
失敗してもへこたれ
ても学び続けようとする
ても学び続けようとする姿勢がとても⼤事だと思います。
姿勢がとても⼤事だと思います。
姿勢がとても⼤事だと思います。どれだけ
どれだけ辛い思いをしても、サイパン研修後に
思いをしても、サイパン研修後に
思いをしても、サイパン研修後には全
は全
ての学生が「参加してよかった
「参加してよかった」と感じています。
「参加してよかった」と感じています。
」と感じています。きっと、このサイパン研修が皆さんの
このサイパン研修が皆さんの
このサイパン研修が皆さんの成⻑と学びの機会にな
学びの機会にな
りますことを願っています。

UNGL ホームページ

http://www.ungl.jp/
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7. 参考資料

授業計画書
作成者：

授業題目

兜づくり（室内） 1・2 日目予定

今回のテーマ

新聞で兜を作ってみよう！

今回の到達目標

兜づくりを通して友達と仲良くなる。

経過時間

所要時間

前川彩乃

項目

内容

導入

事前に新聞紙で作った兜を見せ、何か生徒に質問する。
兜の説明をする。
新聞紙で何か作ることができるということを知って、生徒は驚くと思
う。

グループ分け
材料配布

生徒を 3～4 人のグループに分ける。
兜の作り方を描いたプリントと、日本の新聞紙を各グループに人数
分配布する。
作業しやすいように、グループで机をくっつける。

20 分

兜作成

生徒全員が見える位置で兜の折り方を見せながら作っていく。
作り方が分からなくなったら、グループのメンバーに聞いたりプリン
トを見るように指導する。

5分

写真撮影

生徒全員の兜が完成したら、全員で自分の作成した兜をかぶり、
教室前方に集まって写真撮影をする。

まとめ

新聞紙で作れるものを他にも見せて紹介し、作り方プリントを配布
する。
実際に作ってみての感想を生徒に聞く。
※兜づくり完成が早すぎたら、余った新聞紙で別の帽子等を作っ
てみる。

8分

8分

5分
13 分

33 分

38 分

45 分
7分

※授業時間は 45～50 分です。
※1 人 1 つの授業案を作成してください。
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授業計画書
作成者：

授業題目

福笑い（室内） 3・4 日目予定

今回のテーマ

福笑いを通してみんなで思いっきり笑おう

今回の到達目標

福笑いの遊びを理解する。

前川彩乃

経過時間

所要時間

項目

10 分

10 分

導入

6分

グループ分け
ルール説明

生徒を 3～4 人グループに分け、福笑いのルールを説明
し、グループで福笑いをする順番を決める。

2分

キャラクター決め
道具配布

福笑いに使うキャラクターを紹介し、グループでどのキャ
ラクターを使いたいか決める。
決めたキャラクターの福笑いと目隠しを各グループに配
布する。

25 分

福笑い

最初の生徒が目隠しをし、福笑いを開始する。残りのメン
バーは目隠しされた生徒に何のパーツか伝えて渡す。
タイマーで時間を図り、5 分経ったら終了して交代する。

2分

他グループの福笑いを
見る

全グループメンバーの福笑いが終了したら、他グループ
の福笑いを見てみる。

5分

まとめ

実際にやってみての感想を生徒に聞く。
福笑いの作り方を説明し、自分でも作ってみるよう勧め
る。

16 分

内容
福笑いについて説明する。
実際に日本人学生 2 人組でお手本を見せる。

18 分

43 分

45 分

50 分

※授業時間は 45～50 分です。
※1 人 1 つの授業案を作成してください。
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